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1. 緒言 

近年の少子高齢化の進行に伴い、骨粗しょう症

の急増が社会問題となっている。骨粗しょう症に

なる原因はさまざまであるが、成人期以後の運動

不足により骨量を維持することが難しいのがその

ひとつである。また、発育期の運動不足で、望ま

しい骨量獲得が阻害されていることもひとつと考

えられている。 

「学校の管理下の災害 －基本統計－」により、

子どもの骨折の発生率が 30年前に比べて約 2倍に

なっている。また、文部科学省の｢体力・運動能力

調査｣では、小学生の体力が近年では年々低下して

いることが明らかになっている。子どもの骨折の

増加と運動量や体力及び運動能力の低下している

ことと何らかのつながりがあるのではないかと考

えられる。 

しかし、子どもにおける骨強度を向上するため

の具体的な運動量や運動強度は今まで報告されて

いない。先行研究では jumping 運動、high-impact

運動が骨量を向上させる効果があると報告されて

いる。子ども本来の身体活動の特徴は短時間・高

強度・散発型であり、たくさん高強度運動をする

子どもが骨強度も高いと推測される。そこで本研

究は 4 秒ごとの加速度計を用い、小学生の運動量

をより正確に測定し、子どもの日常生活の運動量

と体力及び骨強度との関係を明らかにしていくこ

とを目的とした。 
 

2. 研究方法 

2-1 被験者 

東海村内の 7 つの小学校の男女 1〜6 年生計 88

名｛（年齢：9.5±1.6 歳（平均値±標準偏差）}で

ある。年齢は 6.0～12.7 歳である。 

2-2 測定項目、方法 
1) 身体計測 
身長（ヤガミ社製大型身長計 YL-65S を使用）、

体重、体脂肪率はタニタ社製体内脂肪計 TBF-401

を用いて測定した。 
2) 体力テスト 
文部科学省の平成 18 年度「体力・運動能力調査

報告書」に基づいて、上体起こし、長座体前屈、

反復横とび、立ち幅跳びを測定した。 

全身反応時間（跳躍反応時間）は光の点灯から

踏み切り板から足が離れるまでの時間（反応開始

時間+筋収縮時間）である。閉眼片足立ちは眼を閉

じたときからバランスがくずれたときまでの時間

を計った。全身反応時間と閉眼片足立ちは「新・

日本人の体力標準値」に基づいて測定した。本研

究での体力は、運動能力を構成する基本的体力要

素の筋力、筋パワー、柔軟性、敏捷性である。 

3) 骨強度の評価 
踵骨骨強度の評価はアロカ社製超音波骨評価装

置 AOS-100 を使用し、利き足の踵骨部分の音響的

骨評価値（OSI：TI×SOS²）を求めた。本文中の OSI

値はすべて 10⁶で除した値を用いた。また、装置の

振動子メンブレンの規制外の足のサイズが小さす

ぎる小学生に対して、対象外とした。 

 測定時期は 2007 年 11 月～12 月で、4 回測定と

も室内で行った。メーカー指定の温度 10℃～40℃、

湿度 30%～80%範囲内で測定した。 

4) 身体活動量の測定 
身体活動量の測定には（株）スズケン社製ライ

フコーダを用いた。被験者に１週間付けさせ、デ

ータを取得した。測定前に被験者及び保護者にラ

イフコーダの使用法を説明し、ズボンの折り目と

ベルトの交差するあたりに常時装着すること、入

浴、水泳、試合などの激しい運動時及び就寝時に

取り外すことを指示した。ライフコーダによって、

歩数、身体活動レベル１～９までの時間（分）が

得られた。 

5) 行動記録 
就寝時間、起床時間、ライフコーダを外したか

どうか、スポーツ実施状況を記録させた。 
2-3 データ整理 
・立ち幅跳び、長座体前屈、反復横跳びは各２回

の良いほうを取った。全身反応時間は測定した 5
回の平均値を取った。平衡性は測定した２回の良

いほうの数値を取った。 
・ライフコーダの運動強度 8,9（ランニング相当）

の合計時間を強い運動時間；運動強度 6,７（速歩

相当）の合計時間を中等度運動時間；運動強度 5
以下（普通のウォーキング相当）の合計時間を軽

い運動時間とした。 
・肥満度は村田の方法に基づいて算出した。 
2-4 統計処理 
（株）ヒューリンクス社製 statview で重回帰分析

などを行った。 
 

3. 結果 

（1）身体特性（表 1） 

表1　身体特性（平均、標準偏差）

男子 女子

低学年 中学年 高学年 低学年 中学年 高学年

ｎ 15 15 9 13 28 8

身長 121.3 135.3 150.6 124.3 134.6 146.2

（cm） 5.2 6.1 7.5 5.5 6.9 10.5

体重 23.3 29.5 40.5 26.8 30.7 36.8

（kg） 2.8 3.5 8.0 5.5 5.1 7.2

骨強度 2.518 2.543 2.418 2.444 2.288 2.430

（%） 0.321 0.343 0.133 0.339 0.160 0.273  
 
（2）強度別運動時間 

中等度運動は男女とも、高学年に行くほど運動

時間が少なくなる傾向がみられた。一方、強い運

動においては学年による明瞭な傾向はみられなか

った（表 2,3）。 
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表 2 強度別運動時間（分） 男子   

  低学年 中学年 高学年

軽い運動 123.3  104.4  132.8 

 25.3  17.9  22.4 

中等度運動 25.0  16.6  16.1 

 6.2  5.8  14.0 

強い運動 17.8  15.1  16.3 

  6.1  4.4  4.0 

 
表 3 強度別運動時間（分） 女子  

  低学年 中学年 高学年

軽い運動 104.4  98.8  103.4 

 14.8  16.9  24.2 

中等度運動 20.7  15.8  9.7 

 5.1  7.7  3.7 

強い運動 10.5  11.1  16.1 

  2.6  5.3  7.7 

 
（3）骨強度と体力の関係 

全 6 項目の体力テストスコアは成長とともに向

上していた。しかし、骨強度と体力の直接的なつ

ながりはみられなかった（表 4）。 
表 4 骨強度と体力        adｊusted R²＝0.042  

  回帰係数 標準回帰係数 p 値

年齢 -0.055  -0.308 0.103 

性別 -0.124  -0.224 0.064 

肥満度 -0.001  -0.060 0.604 

上体起こし 0.000  -0.009 0.951 

長座体前屈 -0.001  -0.032 0.800 

平衡性 -0.001  -0.082 0.490 

反復横跳び 0.006   0.178 0.384 

反応時間 -0.001  -0.231 0.093 

 
（4）骨強度と身体活動 

 骨強度を示す OSI 値と強度別運動時間の間に有

意な関係はみられなかった（表 5）。 
表 5 骨強度と身体活動     adｊusted R²＝0.045  

  回帰係数 標準回帰係数 p 値

年齢 -0.020  -0.115 0.336 

性別 -0.113  -0.203 0.092 

肥満度 -0.001  -0.046 0.690 

軽い運動 0.001   0.082 0.519 

中等度運動 -0.003  -0.091 0.454 

強い運動 0.006   0.126 0.350 

 
表6　立ち幅跳びと身体活動　 　adjusted R²＝0.656

回帰係数    標準回帰係数 　　　　　p値
年齢 9.973 0.675 　＜0.0001*
性別 -8.383 -0.182 　　　0.012*
軽い運動（分） 0.035 0.034     0,656
中等度運動（分 -0.458 -0.167 　　　0.024*
強い運動（分） 0.793 0.198 　　　0.013*
*p＜0.05  
 
表7　反復横跳びと身体活動　　　adjusted R²＝0.606

回帰係数    標準回帰係数 　　　　　p値
年齢 3.546 0.720 　＜0.0001*
性別 -0.954 -0.062 0.4145
軽い運動（分） -0.014 -0.040 0.6291
中等度運動（分 -0.085 -0.093 0.2337
強い運動（分） 0.234 0.176 　　　0.0386*
*p＜0.05  

（5）体力と身体活動 

 年齢と各体力テストスコアの間に有意な関係が

みられた。立ち幅跳びと長座体前屈には男女差も

みられた。立ち幅跳び、反復横跳びと強い運動の

間に有意な関係がみられた（表 6,7）。 
 
4 考察 

今まで、運動介入を通して骨量、骨強度と運動

の関係の研究は多くなされている。高田の報告に

よると 3)、学童、思春期における運動と骨量に関す

る介入研究のレビューでは10編の論文のうち運動

による効果ありは 6 編、部位により運動の効果あ

りが 3 編、対象により（年齢制限等）運動による

効果ありが 1 編であった。また、中の報告 4)による

「身体活動介入研究による小児の骨密度の動向と

疫学的特徴」では 15 編の論文をレビューした。14

編が運動介入で骨量を上昇させる効果あり、1編が

効果なしという結果であった。効果ありの研究は

jumping 運動,high-impact 運動を実施したもので

あり、効果なしの研究は resistance training を

実施したものであった。 

残念ながら、本研究では、子どもの日常的な運

動量、運動強度と体力および骨強度の関係ははっ

きりした結果が導かれなかった。 
今回、カルシウム摂取量を含む食事調査を行わ

なかったが、このことが結果へ影響していると考

えられる。また、思春期前の子どもでは、骨年齢

と暦年齢に差があり、成熟度に個人差がある。こ

の成熟度の影響を知ることは困難である。したが

って、本研究における体力テスト、身体活動量の

結果はかならずしも暦年齢が反映したものとはい

えない。このことが結果への影響もあると考えら

れる。 
 

5 まとめ 

 骨粗しょう症の予防には、若いときに最大骨

量をできるだけ高めることが重要である。本研究

は子どもの日常の強い運動と骨強度の関係を探っ

ていたが、正の相関関係は得られなかった。しか

し、遺伝、栄養、発達段階（早熟・晩熟）などと

の関係も軽視できないので、いつから・どの位の

基準（運動量、運動強度）で骨量を高められるか

はまた明らかになっていない。しかし、強い運動

と立ち幅跳び、反復横とびの間には関係がみられ、

体力の向上には屋外遊びや運動量、運動強度など

をアップすべきだと考えられる。 
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